
 

 

 

「旬の山形おきたま伝統野菜あがやえフェア 2019」の開催について 

 

１ 趣  旨 

地域に受け継がれている山形おきたま伝統野菜の知名度向上と消費拡大、置賜地域

の食文化への理解促進のため、「旬の山形おきたま伝統野菜あがやえフェア 2019」を

開催する。 

 

２ 概  要 

（１）旬の山形おきたま伝統野菜あがやえフェア 2019 

   山形おきたま伝統野菜を使用したオリジナル料理やスイーツを一定期間、置賜地

域の飲食店及び菓子店で提供する。 

①期 間：令和元年９月 14日（土）～10月 20日（日） 

※使用する伝統野菜の収穫時期の関係などから、提供期間が短い店舗もある 

②参加店：置賜地域の飲食店及び菓子店 15店舗 

③その他：対象店舗でメニューや商品を注文・購入し、その画像をインスタグ  

ラムに投稿すると、抽選で山形おきたま伝統野菜をプレゼント 

 

（２）関連イベント 

①「あがやえフェア」オープニングイベント ～伝統野菜料理試食会～ 

【日 時】令和元年９月 13日（金）11:00～14:00 

【会 場】道の駅米沢 無料休憩所 

【内 容】シェフによる伝統野菜を使用した料理の試食提供（２品）及びレシピ

の配布等（11:00～、13:00～ 各 150食：無料） 

 

②「あがやえフェア」ＰＲイベント ～今度はスイーツ食べ比べ～ 

【日 時】令和元年 10月５日（土）14:00～15:00 

【会 場】道の駅川のみなと長井 まちづくり紹介コーナー 

【内 容】パティシエによる伝統野菜を使用したスイーツの試食提供 

（100食：無料） 

 

３ 主  催   

   山形県置賜総合支庁、置賜農業振興協議会 

 

令 和 元 年 ９ 月 ２ 日 

置 賜 総 合 支 庁 
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川西町

Instagramに
写真を投稿した方の中から

抽選で
名様に5

伝統野菜の詰合せをプレゼント！
募集期間 9月14日土～10月20日日令和

元年

①フェア期間中（9月14日～10月20日）に対象店         
　舗で「山形おきたま伝統野菜」などを使用した
　オリジナルメニュー・商品を注文・購入する

②Instagramアプリでおきたま食の応援団公式
　アカウント「@okitamas」をフォローする
　（右のQRコードからもアクセスできます）

③オリジナルメニュー・商品の写真をハッシュタグ
　「＃山形おきたま伝統野菜」「＃利用店舗名」２つセットでつけて、    
　Instagramに投稿する

※当該投稿の削除により、応募された投稿が確認できない場合、あがやえフェア期間中
Instagramアカウントを非公開にしている場合、指定のハッシュタグがない場合は、応
募対象外となります。

Instagram での応募方法
Instagram

公式アカウント

※フェア期間中、何回でも投稿できますが、賞品のプレゼントはお一人につき一つまでとさせてい
ただきます。

※投稿した内容は、おきたま食の応援団公式Instagramアカウントでシェア等させていただく場合
があります。

※当選者された方に、DM（ダイレクトメッセージ）でご連絡差し上げますので、期限内にご返信ください。
※当選通知後、賞品の発送先をご返信いただいた時点で当選確定となります。期限内にご返信が
なかった場合、または発送先ご記入の不備、誤りがあった場合等、賞品をお届けできない場
合、当選の権利は無効になります。

※DMを受け取るため、必ず「公式Instagramアカウント(@okitamas）」のフォローをお願いいたし
ます。フォローを外されたことによりDMのご連絡ができない場合は応募の対象外となります。

※当選をお知らせするDMのご連絡は、令和元年11月を予定しております。

留意事項

山形県置賜総合支庁、置賜農業振興協議会主催 山形県置賜総合支庁農業振興課
TEL. 0238-26-6051　FAX.0238-21-6941
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同時開催！
詳しくは中面へ

参加店舗マップ
米沢市

長井市

南陽市

高畠町

川西町

白鷹町

飯豊町

あがやえフェアオープニングイベント

伝統野菜料理試食会

日時 ９月１３日（金）
１１：００～１４：００
令和
元年 会場 道の駅 米沢

イタリアンシェフによる伝統野菜料理の試食提供を行います。

あがやえフェアPRイベント

今度はスイーツ食べ比べ

フェアで使用する
山形おきたま伝統野菜

日時 10月５日（土）
１4：００～１5：００
令和
元年 会場 道の駅

川のみなと長井

伝統野菜を使用したスイーツの試食提供を行います。

　山形おきたま伝統野菜などを使ったオリジナル料理や
スイーツを気軽に楽しめる『あがやえフェア』を開催します。
　フェア期間中に対象店舗を訪れ、置賜が誇る伝統食材を

『あがやえ（召し上がれ）』。

オープニングイベント・PRイベントの詳細は、
「おきたま食の応援団」公式ホームページや、
facebook、Instagramでお知らせします。

食の桃源郷おきたま食の桃源郷おきたま

スタンプラリースタンプラリー
おき
たま
おき
たま食の銘店めぐり食の銘店めぐり

食べて、集めて、もらっちゃおう！

食べて、集めて、もらっちゃおう！

期間 2019.7.13土 >>> 2019.11.4月2019.7.13土 >>> 2019.11.4月
応募締切／2019.11.8金当日消印有効 応募締切／2019.11.8金当日消印有効 

【主 催】「おきたま食の応援団」置賜農業振興協議会
【協 賛】山形おいしさ際立つ！米づくりプロジェクト置賜地域本部、

おきたま食のモデル地域実行協議会、山形おきたま観光協議会

お問い
合わせ

おきたま食の応援団事務局（山形県置賜総合支庁農業振興課）
TEL.（0238）26-6051　FAX.（0238）21-6941

時の宿すみれ ペアご宿泊券
（一泊二食付）

イタリア料理 SIATTACA
ペアディナーコース

参加店・賞品についての詳細は
公式ホームページをご覧ください。
http://yamagata-okitama-shoku.net

米沢牛
登起波牛肉店
扇屋牛肉店（ ）※賞品の写真はイメージです。

S賞
10,000円
相当

山形おきたま伝統野菜の食べ方を知りたい方は、

「おきたま食の応援団」ホームページでは、山形
おきたま伝統野菜を使ったレシピを紹介してい
ます。
置賜地域の「農と食」の様々な
情報を発信していますので、ぜひ
ご覧ください。

※おきたま食の応援団は、どなたでも会員になることができます。（無料）
　個人会員の皆様にはメルマガで旬の食材情報や食のイベント情報などをお届けいたします。

おきたま食の応援団 検索

伝統野菜が買える産直は、

スマートフォンのアプリで産地直売所の情報をご覧になれます。
● 販売中の農産物　● イベントのお知らせ
● 産地直売所へのルート　など

おいしい山形産直ナビ 検索

▲ iPhone ▲ Android

右のQRコード
からアクセス→

①自然派ワイン食堂 ジュンヴィーノ
②リストランテ 喜右エ門

☎0238-27-0180
☎0238-28-0284

③フランス厨房レストラン ジュアン
④道の駅 川のみなと長井
⑤和洋菓子 松屋

☎0238-84-1442
☎0238-87-1121
☎0238-88-5607

⑥オステリア エスト！
⑦リストランテ イル・レガーレ

☎0238-43-6006
☎0238-20-6282 

⑧食堂an.（アンドット）
⑨菓子工房 COCOイズミヤ

☎050-1176-7168
☎0238-57-4456

⑭農家レストラン エルベ
⑮香月

☎0238-86-2828
☎0238-72-3923

⑬イタリア料理SIATTACA（シャッタカ） ☎0238-85-0910

小国町

⑫旬彩レストラン あいあい（道の駅 白い森おぐに） ☎0238-62-3719

⑩かわにし森のマルシェ
⑪銘菓の錦屋 川西本店

☎0238-42-6664
☎0238-42-2636

15店舗が参加！
店舗詳細は中面をチェック！
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フェア期間 9月14日土～10月20日日令和
元年

美しい緑色とシャキシャキ
した食感。ミネラル豊富で
栄養価も優れた野菜。

おかひじき

しっかりした肉質で光沢の
ある鮮やかな紫色。とげが
なく扱いやすい。

八ツ房なす

肉質が硬く、甘み
があり長く煮込ん
でも煮崩れしない。

遠山かぶ
とおやま

べにだいず

うつさわ

やつふさ

うすかわまる

川西町で煮豆用の
豆として使われて
きた紅色の果皮の
大豆で甘みがある。

紅大豆®

大豆になると馬が噛んだような
くぼみが出る。味が濃く、噛み
ごたえたっぷり。

馬のかみしめ

果肉は山吹色。甘く
てほくほくしたおい
しさで、様々な料理
に活用される。

宇津沢かぼちゃ

一口大の濃い紫色のなす。
一夜漬けは皮がパリッと
して歯触りが良い。

薄皮丸なす

山形おきたま伝統野菜とは
置賜地域の市町から推薦があった伝統野菜のうち、次
のいずれにも適合し、山形おきたま伝統野菜振興協議
会が認定したもの
①置賜地域で概ね昭和20年以前から栽培されている在来種
②置賜地域の歴史と食文化を伝えるもの

ぜひ
Check

してね！

山形おきたま



詳しくは各店舗枠をご確認ください。

メニュー＆商品の提供時期は店舗によって異なります。

1 自然派ワイン食堂 ジュンヴィーノ

遠山かぶと
ゴルゴンゾーラのピッツァ

遠山かぶと米沢産豚肉の
ボロネーゼパスタ

1,350円 プリモランチ　1,600円
パスタランチ　1,200円

米沢市 2 リストランテ 喜右エ門 米沢市

当店自慢の石窯ピッツァをぜひ！！
遠山かぶとゴルゴンゾーラチーズの相性抜群
です。

使用している
山形おきたま
伝統野菜

提供時期

9/14▶10/20 18:00～21:00

遠山かぶ

提供時間

使用している
山形おきたま
伝統野菜

提供時期

10/1▶10/20 9:00～19:00
提供時間

使用している
山形おきたま
伝統野菜

提供時期

9/14▶10/20 11:30～14:00

遠山かぶ

提供時間

使用している
山形おきたま
伝統野菜

提供時期

9/14▶10/20 10:00～17:30

馬のかみしめ

提供時間

使用している
山形おきたま
伝統野菜

提供時期

9/14▶10/20

八ツ房なす 宇津沢かぼちゃ

提供時間

0238-27-0180 
住所：米沢市中央1-3-10 ハートランドビル 1F
定休日：日曜日
駐車場：なし

0238-28-0284
住所：米沢市大字長手1668
定休日：火曜日、第3水曜日　駐車場：12台
https://kiichi-wag.jimdofree.com

0238-84-1442
住所：長井市館町南16-10-6
定休日：月曜日　駐車場：10台
https://r-juin.com/

0238-87-1121
住所：長井市東町2-50
定休日：なし　駐車場：122台
http://kawanominato.jp/

5 和洋菓子 松屋

馬のかみしめ
バターロールケーキ

232円

長井市

味も香りもとても良い「馬のかみしめ」を使って
バターロールケーキを作りました。
ぜひご賞味ください。

宇津沢かぼちゃの
モンブラン 462円
宇津沢かぼちゃの旨味を最大限に引き出し、
相性の良い生クリームを使った究極のモンブ
ランです。

6 オステリア エスト！

おかひじきと
ベーコンのピッツァ

1,100円

南陽市

米粉配合のモチモチ窯焼きピッツァに南陽産
おかひじきのシャキシャキ感をプラス！！
ぜひご賞味ください。

7 リストランテ イル・レガーレ

南陽市産おかひじきと
バジルの緑のパスタ
ジェノベーゼ

パスタセット　1,400円

南陽市

おきたまの食材を代表するおかひじき！
シャキシャキとした食感が爽快なバジルソース
との相性抜群。（セットには、前菜、パスタ、フォ
カッチャ、ジェラートが付きます。）

8 食堂an.（アンドット） 高畠町

ランチセット ディナー ディナー

遠山かぶは様々な調理法に対応できる素晴ら
しい食材です。400年守り繋いできた郷土の宝
を斬新な料理でさらに魅力を引き出していきた
いと思います。

3 フランス厨房レストラン ジュアン
①八ツ房なすを添えた、

置賜産野菜と豚肉のエチュベ（蒸し煮）

②南仏プロヴァンス風、
宇津沢かぼちゃの甘いティアン

①1,250円　　②450円

①787円　　 ②740円

長井市

エチュベは素材から出た水分だけで調理し、味付
けは塩胡椒のみのヘルシーなお料理です。ティア
ンはスパイスとバターの香りをご堪能ください。

①長井ブランド「寺泉トマト」をベースにした２
種類のソースが、ドレスに見立てたトロトロ
の卵によく絡みます。

②地場野菜７種類と特製の塩タレを合わせて
あんかけらーめんに仕上げました。

【ランチ】 11:30～14:30
【ディナー】 17:00～22:00

4 道の駅 川のみなと長井
①長井ドレス・ド・オムライス

長井市

①鮮魚のカルパッチョ、
　薄皮丸なす3種の仕立て

②ピアディーナと薄皮丸なす
　トマト煮込のサラダ

①1,300円　　600円　②850円
「一夜漬け」のイメージが強い薄皮丸なすですが、様 な々
調理法でイタリア料理と組み合わせていきます。

9 菓子工房 COCOイズミヤ 高畠町

紅大豆コロッケと
米沢牛メンチカツの
ピタサンド盛り合わせ

1,000円
川西町特産の紅大豆をふんだんに使ったマル
シェオリジナルのコロッケと米沢牛のメンチカ
ツを地元の野菜と一緒にはさんで、楽しみなが
らお召し上がりください。

10 かわにし森のマルシェ 川西町

ぷりん羊羹（紅大豆）
260円

紅大豆とぷりんと羊羹の組み合わせ。レトル
ト加工にて保存料無しで長期間の保存がで
きますので、安心してお土産にご利用いただ
いています。

たかきびミルクジェラート
278円

上質ミルクジェラートに芳醇な香りが広がる焙煎
した「たかきび」の粉を入れて香ばしさをプラス。
粗めの粒が滑らかな舌触りに変化を付け、最後
まで飽きのこない味わいです。

12 旬彩レストラン あいあい（道の駅 白い森おぐに） 小国町

宇津沢かぼちゃの
クリームスパゲッティ

９0０円
飯豊町の伝承野菜、宇津沢かぼちゃをオーブ
ンで焼きクリームソースに仕上げました。他の
かぼちゃにはない宇津沢かぼちゃの美味しさ
をご賞味ください。

13 イタリア料理 SIATTACA（シャッタカ） 白鷹町 14 農家レストラン エルベ 飯豊町

11 銘菓の錦屋 川西本店 川西町

②長井レインボー塩あんかけらーめん

① ②

※価格は全て税抜です。　※表示価格は2019年9月14日現在の価格であり、フェア期間中に変更になる場合がございますのでご了承ください。

【ランチ】 11:30～14:00
【ディナー】 17:00～21:00

0238-88-5607
住所：長井市台町4-18
定休日：月曜日
駐車場：5台

馬のかみしめ

使用している
山形おきたま
伝統野菜

提供時期

9/14▶10/20
提供時間

おかひじき0238-43-6006
住所：南陽市赤湯823-3
定休日：【ランチ】火曜日  【ディナー】不定休
駐車場：12台

【ランチ】 11:30～14:00
【ディナー】 18:00～21:00

使用している
山形おきたま
伝統野菜

提供時期

9/14▶10/20
※数量限定

提供時間

おかひじき

【ランチ】 11:30～14:15
【ディナー】 18:00～21:00

使用している
山形おきたま
伝統野菜

提供時期

9/14▶9/30
提供時間

薄皮丸なす0238-20-6282
住所：南陽市若狭郷屋506-2
定休日：月曜日（不定休有り）　駐車場：6台
https://www.instagram.com/il.legare/?hl=ja

050-1176-7168
住所：高畠町大字高畠410-6
定休日：水曜日（他不定休）
駐車場：10台

0238-57-4456
住所：高畠町福沢141-1
定休日：火曜日　駐車場：20台
http://www.cocoizumiya.com/

使用している
山形おきたま
伝統野菜

提供時期

10/1▶10/20 10:00～18:00
提供時間

宇津沢かぼちゃ

提供時期

9/14▶10/20
提供時間

使用している
山形おきたま
伝統野菜

提供時期

１０/8▶10/20 1１:00～１４:３0
提供時間

宇津沢かぼちゃ

使用している
山形おきたま
伝統野菜

提供時期

9/14▶10/20 11:00～14:00
提供時間

紅大豆®

使用している
伝統食材

提供時期

9/14▶10/20
提供時間

使用している
山形おきたま
伝統野菜

提供時期

9/14▶10/20
※無くなり次第終了

8:00～18:30 11:00～15:00

提供時間

紅大豆®0238-42-6664
住所：川西町大字中小松2534
定休日：第4水曜日　駐車場：50台
https://www.kawanishi-mori-no-marche.jp/

0238-42-2636
住所：川西町大字上小松1509
定休日：なし　駐車場：8台
http://www.m-nisikiya.jp/

0238-62-3719
住所：小国町大字小国小坂町616-1
定休日：なし　駐車場：158台
http://michinoeki-oguni.jp/

たかきび（雑穀）

おきたま伝統野菜のリゾット
1，400円

山形おきたま伝統野菜を使った美味しいリ
ゾットをお楽しみください。（使用する伝統野菜
はその時の物で変わりますのでお楽しみに！）

使用している
山形おきたま
伝統野菜 馬のかみしめ など0238-85-0910

住所：白鷹町荒砥乙553-1
定休日：不定休　駐車場：７台
http://siattaca.com/

0238-86-2828
住所：飯豊町萩生3549-1
定休日：月曜日（月曜日が祝祭日の場合は翌日）
駐車場：30台　http://www.erbe.jp/

宇津沢パンプキン
139円

山吹色の果肉がホクホクとして甘く、とてもおい
しいかぼちゃです。卵黄とバター、砂糖を加えて
練り上げ、こんがりと焼きました。

15 香月 飯豊町

使用している
山形おきたま
伝統野菜

提供時期

１０/１▶10/20 ９:00～２０:０0
提供時間

宇津沢かぼちゃ0238-72-3923
住所：飯豊町萩生4400-5
定休日：なし
駐車場：１０台

食材の流通状況
によって、提供時
期が変わる場合
もございます。

【ランチ】 11:30～14:00
【ディナー】 1８:00～21:00
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